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今月のトピックス  

関心が高まるハウス環境制御技術！ 

 独立行政法人 農業・食品産業総合研究機構 野

菜茶業研究所が中心になって、産・学・官の共同に

よる「野菜工場」の研究開発が進められている。

「野菜工場」は、太陽光を利用する“併用型”と全

く利用しない“閉鎖型”の２つに大別される。また、

常に一定の品質と量を市場や消費地等に送り出す周

年栽培を基本とし、高コストな装備が求められる。 

 この「野菜工場」の研究開発のほぼ中心となるの

が、高レベルなハウス環境制御技術“ユビキタス環

境制御技術”である。簡単に言ってしまうと、「温度、湿度、照度、炭酸ガス濃度等をそ

れぞれ単独にモニタリングし遠隔から制御するシステム」である。 

 植物の最大の特徴は、自らエネルギーの源と

なる糖類を生成することができることである。

いわゆる葉緑体をもち“光合成”を行うことが

できることである。この光合成を最大限に進め

させ、そこで発生した産物を効果的に分配する

ことが、植物（作物）の生育を円滑に促し多

収・高品質を実現する。つまり、光合成を最大

限にさせるために、ハウス内の環境を人為的に

コントロールする技術が、ハウス環境制御技術

となる。 

 岐阜県では、海津市を中心にトマト、キュウリが、岐阜市、本巣市を中心にイチゴ栽培

が盛んである。最近の燃油や資材等の高騰から、一層の収穫量の向上が必要となってきて

いるため、ハウス環境制御技術への関心が高まりつつある。 

 平成１０年頃より、イチゴでは高設栽培「岐阜県方式」が普及しはじめ、暖房機・変温

管理装置・炭酸ガス発生機等も導入された。現在は、土耕栽培においても炭酸ガス発生機

を中心に導入されている。以前には、トマトやキュウリでも導入が検討されたようである

が、当時は効果が判然としなかったため利用を止め

てしまったようである。 

 ハウス環境制御技術は、まだまだ研究段階にある。

品目ごと季節ごとの適正制御・管理技術が明確では

ない。それ以前に、データ取りに係るセンサーの選

択や設置方法等の情報も充分ではない。 

 今後も、国や大学の研究機関や研究者との連携を

密に行い、県の試験場や現地機関とはより安価なセ

ンサーの開発やモニタリング技術を検討し、農業者

と一緒になって現地実証等を進め、炭酸ガス発生機のより効果的な利用法を中心に、適正

なハウス環境制御技術の向上を目指したい。 
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               気 象 概 況  
 

１ これまでの気象経過 

 ◆３月下旬～４月中旬の概要   

：岐阜地方気象台農業気象速報 

３月下旬は天気が周期的に変わり、中

頃は強い寒気が南下し冬型の気圧配置と

なり、山地では大雪となった日があった。

平均気温は岐阜、高山ともに平年より低

くなった。降水量は岐阜で平年並となり、

高山では平年より多くなった。日照時間

は岐阜では平年並、高山では平年より少

なくなった。 

４月上旬は前線や気圧の谷の影響で曇

りや雨の日が多くなった。平均気温は岐

阜、高山ともに平年よりかなり低くなっ

た。降水量は岐阜、高山ともに平年より

多くなった。日照時間は、岐阜では平年

並、高山では平年より少なくなった。  

４月中旬は曇りや雨の日が多く、大雨

となる日もあった。平均気温は岐阜、高

山ともに平年並となった。降水量は岐阜

では平年より多くなり、高山では平年並

となった。日照時間は、岐阜、高山とも

に平年より少なくなった。  

     

２ 今後の気象予測 

 ◆東海地方１か月予想：名古屋地方気象台４月２０日発表 

    低気圧と高気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わる見込み。期間のはじめは 

南からの暖かく湿った気流や低気圧の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なく、

その後は高気圧に覆われて平年と同様に晴れの日が多い見込み。 

 

【１ヶ月予報（４月２１日～５月１８日）まで】  ＜名古屋地方気象台＞ 
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4/21～4/27 

気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日が多い 
が、期間の中頃には高気圧に覆われて晴れる日もある見込み。 

4/28～5/4 

低気圧と高気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わり、高気圧に 
覆われて平年と同様に晴れの日が多い見込み。 

5/5～5/18 

低気圧と高気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わり、高気圧に 
覆われて平年と同様に晴れの日が多い見込み。 
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農 作 業 管 理 

１ 水 稲 

本年も４月 10 日に海津市であきたこまちの田植が始まるニュースが流れた。外

には見えないが、ほぼ同時期に県内各所で育苗も始められており、本格的な稲作が

始まっている。  

寒暖の変動が大きいこの時期の育苗は、低温が気になる中山間、高冷地でなくて

も、細心の温度管理が重要となる。寒さは苗に障害を起こす元凶であり、育苗の出

来不出来が今後の稲作に大きく影響する。  

 

(1)育苗 

①ムラのない十分な浸漬と鳩胸状態が明確な催芽処理を行う。  

②出芽～緑化は 30℃程度の温度と 100％近い湿度を保ち、できる限り素早く生育

させる。 

③緑化～硬化は、昼間はなるべく高温を避け、（早植や中山間では）夜間被覆す

る。 

④硬化後半は昼間・夜間ともに被覆物を開放し田植えに馴らす必要があるが、蒸

散量も多くなるため灌水に留意する。移植適期は、稚苗植えで２～２.２葉期

である。 

 

(2)施肥 

 各地域における地力の発現や輪作体系を考慮して施肥量を決定する。  

①幼穂形成期を境として前後に区分した地力窒素推定発現量の違いを意識する。  

平坦地：前期発現型（前期に 70％が発現）  

中山間地：後期発現型（前期 51～55％）  

 ②前作を考慮する  

大豆跡：大豆茎葉由来の窒素分が肥効として現れるため、（残さすき込み量約

300kg/10a とすると）基肥窒素量を地域標準よりも２ kg/10a 減らし、

穂肥量を標準どおりとする。  

れんげ：レンゲの生草量を早植３～４ｔ、普通期植５～６ｔと仮定すると、

基肥窒素量を０、穂肥窒素量を地域標準よりも２kg/10a 減らす。た

だし、有機物施用量が多いためにガス抜きが必要となることから、

早期中干しや間断かん水の励行に努める。  

※レンゲの肥効は鋤き込まれたレンゲが分解されてから始まるため、

肥効が遅く働く場合がある。水稲の初期生育が不十分な場合、肥

効の受け皿となる水稲に過剰な窒素を吸収させてしまい、玄米タ

ンパク質が過剰となる場合もあるので、初期生育を適正に確保す

る。 

 

(3)移植・除草 ～移植後の初期管理～  

・（原則的に）浅水管理による活着促進と（早生種を中心に）早期の茎数確保を

図る。 
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・移植後に強風や寒風が心配される場合は深水管理とする。  

・補植は田植機が使えないほ場の角に限定する。稲自体の補償作用で収量的な影

響が少ない中側については原則として行わない。 

・除草剤は、一部に抵抗性雑草の問題もあるが、使用基準を忠実に守り、ある程

度の水深を保つことができれば、効果は十分発揮される。  

・普通期植や転作田等の前歴によっては、雑草の発生が早く多いことが予想され

るので、より高い効果をねらって使用期間内の早限を目途に散布する。  

・老化苗や植え傷みの場合は当然この限りではなく、可能な範囲で遅らせること

も考慮に入れる。  

 

(4)水管理 

田植直後の湛水管理を終えると、根の活力維持を促進させるために落水と湛水を

繰り返す水管理へと移る。硫化水素などのガスの排出や根の伸長を促し土に酸素を

供給するための中干しなど、生育期間全般にわたる重要な作業である。  

 

    表 生育初中期の水管理 

生育ステージ 水管理 摘     要 

移植直後 やや深水 低温・強風時は特に深水 

活着後 浅水更新  

分けつ期(移植 20 日後頃) 早期落水 作溝から滞水が消えるまで 

分けつ盛期 間断灌水 ３日湛水４日落水 

有効茎数確保後 中干し 足跡深３cm(やや強めに干す) 

 

 ※直播の水管理  

(1)湛水直播 

①カルパー粉衣：催芽が行われた鳩胸状態の籾を播種するため、少しでも長

く落水状態を維持する。落水状態となるとスズメやカラスなどが

圃場に降りてくる。その場合には湛水して対処する。逆に水が張

られた状態ではカモが降りてくるため、落水して回避する。  

②鉄粉衣：吸水半ばの籾を播種するため、最初に吸水を十分にさせるための

湛水処理が必要となる。それ以後は、基本的にカルパーと同じ管

理とする。 

なお、鉄粉衣の場合、過酸化カルシウムがないため、湛水条件

では還元状態となり、病害虫も増加する。回避するために、吸水

が完了したら速やかに落水して種子周りの環境を改善させる。  

 

  (2)乾田直播  

①Ｖ溝直播：乾籾を播種し、自然吸水で発芽する。葉齢が２Ｌ以降に入水す

る。入水後、不耕起といえども水位が安定するまでに時間がかかる

ので、安定するまで一発処理剤の散布を待つ。 
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２ 麦 類 

(1)これまでの生育状況  

 出穂は、この冬（特に２月以降から）が低温気味に推移してきたことから、遅れ

ている。現地のイワイノダイチの茎立もやや遅れていたが、幸いに茎数は（農技セ

を除いて）平年並に推移している。なお、タマイズミや農林 61 号の現地圃場で小

麦縞萎縮病が確認されており、追肥対策も一部に取られているが（現段階では把握

できないが）、減収や品質など今後の影響に注意が必要である。  
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図 小麦の生育状況  

 

(2)排水対策 

 今年は周期的に多雨となっている。ほ場に停滞する雨水は、小麦の根周辺に長く

留まれば酸欠となり、出穂前では植物体の生育に、出穂後では登熟に影響する。登

熟に影響すると、十分なデンプンを蓄えられない結果「硝子粒」が多くなり、中間

質小麦の農林 61 号やイワイノダイチでは品質を低下させてしまう。それを避ける

ためには、溝の点検を確実に行う必要がある。 

 

(3)赤かび病防除  

 赤かび被害粒は農産物検査では 0.0％（１万粒中４粒以下）となっており、カビ

毒も 1.1ppm の含有基準値があり、「売れる麦づくり」のためには赤かび病の特徴

を把握した防除を徹底する。この病気は発生してから拡大を抑えることは極めて困

難なため、予防第一である。  

① 開花期に最も感染しやすい。  

② 出穂期～開花期に高温・雨天が続いた時に発生しやすい。  

※出穂した小麦は、開花までに穂首節を伸長させて開花する。出穂から開花

までに要する日数は７～ 10 日で、早く出穂したものほど多く日数を要する。

防除のタイミング（特に遅れ）に注意する。 



- 6 - 

 

③ 「開花始期」と「その防除の10日後」の２回目防除で予防する。  

④ 倒伏させない。  

⑤ 刈り取り後の収穫物は、速やかに乾燥処理を行う。 

 

(4)適期収穫 

収穫期の降雨は、退色・容積重低下・低アミロ麦発生など品質低下を助長するの

で、収穫適期の適正な判断と計画的かつ迅速な収穫・乾燥調製作業が重要となる。  

H23 は凍霜害等で成熟が遅れた品種の収穫作業が残ったために、後ろで収穫を待

つ品種が適期に収穫できなかった。加えて、例年よりも早い入梅となり、また例年

入梅直後は空梅雨状態で始まるものの 23 年産はそうはならず、早い段階から雨間

収穫を余儀なくさせられ、品質が低下した。気象による不可抗力ではあるが、天気

の移り方と作業進捗を予想する作業計画（コンバインや乾燥調製施設の準備）が必

要となる。 

①  成熟期の判断：ほ場全体が黄熟色を呈し、茎・穂の中心まで黒化し、傾穂状を

呈する穂が多くなった頃。  

②  収穫期：定期的に穀粒水分を測り、成熟後の水分が30％以下になったら、天気

予報も参考にして、できる限り速やかに作業を開始する。  

③  収穫後は速やかに乾燥施設へ搬入するとともに、高水分の場合は予備乾燥や穀

温40℃以下での処理を心がける。  

 

 

 

 

３ 大 豆 

(1)圃場準備 

①排水対策の意義 ～良好な出芽の確保～  

酸素不足と急激な吸水により、種子の崩壊が起こることがある。  

※１日間の冠水でも発芽率は著しく低下し、出芽しても生育不良気味となる。  

②麦跡での対策  

麦作の排水溝を利用し、額縁への連結と水尻の再整備程度に行う。  

 

(2)土づくり 

大豆栽培に適したｐＨは６.０～６.５である。日本は酸性土壌が多いので、土壌

診断を行い、カルシウムの補給を兼ねて苦土石灰を施用する。  

近年、大豆栽培にリン酸やカリを施肥でも削減し続けている事例が見られる。土

壌診断においてリン酸やカリが不足気味となっている場合、土づくりも合わせて

（堆肥等の）有機物の施用を行う。２年３作ブロックローテーションでは、水稲の

前作が大豆であると、堆肥の施用が困難となり、水稲跡麦作に堆肥を施用すると倒

伏しやすい品種では十分施用しきれない。大豆では、初期が多窒素となっても根粒

の形成が遅れるだけで済み、後期には多量の窒素を要求するため大豆に施用するこ

とが望ましい。  
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(3)耕起 

大きな土塊があると出芽障害が出やすく、除草剤の効果も劣る。  

必要以上の砕土は孔隙が塞がれ、通気性が低下する。 

砕土率(２cm 以下の土粒の重量比)の目標は 70％以上。 

根粒菌の活性を保つために根域の通気性を保つ。 

土壌の締め固めは粗孔隙の減少、透水性の低下とつながるので、必要以上のほ場

への立ち入りは控える。  

 

(4)播種 

播種から出芽までの日数は気温の影響を強く受ける。 

播種作業当日の天候不良などにより土壌水分が高い場合は、無理な作業は避け、

天候やほ場条件の回復を待ってから播種作業を行う。 

ただし、湿害が発生しやすい圃場では条件回復が見込めない場合もあるため、そ

れでも播種しなければならない場合には、種子の水分を事前に 15％に調整する（調

質種子）。 

長雨など天候により播種適期を失する場合は、８月 10 日までを目途に、狭畦無

中耕無培土栽培とする。  

播種深度は２～３cm を標準とする。  

麦跡で圃場が乾燥する恐れがある場合、播種後の鎮圧が必要となる。  

 

(5)耕うん同時畦立播種  

梅雨時期に播種が重なる地域では、耕起・施肥・播種・除草を１工程で行うこと

に加えて、耕起時に畦を立て、その畦上に大豆を播種して湿害を回避する。  

通常の播種位置よりも高い位置に播種して出芽を確保するこの技術であるが、溝

を深くするだけ（相対的に播種位置が高いだけで排水が不良であれば種子も水没し

てしまう）では本来の湿害回避能力が低いので注意が必要。  
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４ 野 菜 

平成２４年度の岐阜県産野菜の系統・共販出荷は、岐阜市や各務原市、関市、安八町等

で栽培される“春ダイコン”から始まった。現在は、高冷地のホウンレンソウ等の出荷も

始まり、続いて、ハウスえだまめやニンジン等が５月、６月に出荷が始まる。 

 今冬は、寒さが厳しく日照不足であったのに加えて３月以降は降雨も多く、農作業の遅

れ生育の遅れが目立ってきている。また、４月早々の爆弾低気圧の襲来により、簡易なハ

ウス等への被害や作物への直接的な被害等が発生し、先日も中濃方面の一部地域では降雹

があるなど、相変わらず天候が不順である。 

 雨よけ等の設置による降雨対策、排水対策を中心に栽培管理を徹底し、できる限

り求められている時期に、求められている品質と量を出荷できるよう努める。  

 

(1)イチゴ 

 イチゴ栽培にとっては厳しい一年となった。特に「濃姫」においては充分な出荷量が確

保できずに終了しそうである。とはいえ、まだまだ出荷・販売は続いているため、適期収

穫とカラーＮｏ2.0～2.5 を徹底する。 

 栽培終了時には、充分な“蒸し込み”処理を行って、病害虫を持ち越さないように努め

る。 

①温度管理 

  降雨時以外は、昼夜間通して天窓や谷部、ハウスサイドビニールなどは解放し、換気

により温度低下を図る。天候に注意して、遮光資材などを利用するとよい。 

②かん水管理 

気温の上昇にともない蒸散量も増大するため、こまめなかん水を行い果実品質（色・

ツヤ、日持ち）の保持に努める。 

③収穫・出荷 

着色基準（カラーＮｏ2.0）を遵守して、収穫は出来る限り早い時間に実施する。 

  また、収穫後は出来る限り早く予冷庫に入れ充分に冷やす。 

  集荷の簡素化を検討して、品質保持に努める。 

④病害虫管理 

今後は、灰色かび病の発生に十分注意する。換気を励行して環境管理に努める。好天

時に連用のない薬剤により予防防除も実施する。 

ハダニやアザミウマ類が多発しやすくなる。防虫ネットの利用や適期防除を実施する。 

⑤栽培終了時（後）には 

栽培を終了する際は、蒸し込みを行い病害虫を死滅させる。 

収穫を終えたら、今年の栽培管理や出荷実績をまとめ、来年度への課題や改善につい

て整理しておく。 

⑥育苗管理 

  雨よけなど耕種的な管理を行い、病害虫の発生予防に努める。 

今春は気温が低かったため、生育量が不十分な親株を見受ける。潅水と肥培管理に努

めて、ランナー発生までにしっかり生育させ草勢を作り上げる。 

○親株への潅水 

   気温が上昇し日射量も増えている。 
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親株への潅水量が適切か確認し不足していれば増やす。 

 ○子苗用かん水準備 

  子苗用かん水設備を準備し、設置後かん水ムラがないかチェックする。  

 ○ランナー発生開始（５月中・下旬） 

  ランナー発生はこの頃からとし、これより早く発生したランナーは取り除く。 

 ○採苗用ポット準備 

  ポット用の培養土は排水のよいものを選ぶ。 

  ポットに培養土を詰めたら、培養土が乾燥しないように、かん水したり、新しいビニ

ール等で覆っておく。 

 ○ポット受け 

  採苗はポット受けを基本とする。 

  ポット受け期間は、６月いっぱいを目安とする。 

  出来る限り短期間でポット受けを行い、苗質を揃えるようにする。 

  潅水は、第２次子苗（通称：次郎苗）を受け終わるまでは少な目とし、その後は鉢土

が過湿、乾燥しないよう注意してかん水する。 

 ○病害虫防除 

  気温の上昇とともに、うどんこ病、炭疽病、アブラムシ、ハダニ等の発生が懸念され

る。ビニールの展帳や底面給水、防虫ネットの利用など耕種的な防除に努めるとともに

連用しないよう適切な防除により定期的な予防に努める。前年度炭疽病の発生が多かっ

たところでは、ゴールデンウィークころから予防的な防除を実施し、苗が不足しないよ

うにしておく。 

 

 

(2)施設野菜（トマト・キュウリ） 

 今冬は、特に２月の寒さが厳しくあわせて日照不足となり草勢管理が難しく、若干では

あるが出荷数量減となった。しかし、順調な販売によりまずまずの結果となっている。ま

だまだ好調な販売が続いているため、栽培管理を徹底して実績につなげる。 

 今後は気温の上昇や降雨の増加で、灰色かび病等が発生しやすい環境となる。換気を励

行するとともに、循環ファン等を利用して発生を抑える。天候が回復したら効果のある薬

剤で防除を実施する。 

 また、天候の回復によりハウス内の温度が急激に上昇する。やはり換気や遮光資材の利

用などにより温度管理を実施する。 

 害虫が侵入しやすくなるため、出来る限り耕種的な防除に努め、発生が確認され次第防

除を実施する。 

 トマトでは、アミ果や軟化玉など品質が問題となってくる。適切な温度や潅水管理と葉

欠きなどにより採光性を改善し発生を防ぎたい。 

 キュウリでは、成り疲れによる“曲がり”や“かっぱん病の発生”が懸念される。適切

な潅水と肥培管理を行う。 
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(3)ホウレンソウ（高冷地） 

 ①品種 

  各地域、標高別の品種体系に従い、主要品種の特性、栽培上の注意点、作業性等に配

慮し品種を選択する。また、べと病レース８抵抗性品種の導入に伴い、品種体系が大き

く変わってきていることから、レース抵抗性を確認し防除方法も合わせて検討する。 

 

 ②病害虫防除 

  ア．べと病  

   保温状態のハウス内は、分生子の発芽適温（８～18℃）となることが多く、夜間は

特に湿度も高く推移することから注意が必要であり、レース７抵抗性品種においても

発生する事例が報告されていることから油断は禁物である。子葉展開から本葉第１～

２葉展開時までに感染しやすく、発病後では被害は抑えられないことから、初期（本

葉展開時）からの予防防除が重要となる。春期は生育日数も長くなり粒剤の効果が低

下しやすいことから生育後半（Ｓサイズ時）にも予防防除が必要となる。また、夜間

の多湿条件は発病を助長することから夕方の潅水は避け、合わせてこまめな換気によ

りハウス内湿度を下げる等の耕種的防除も実施する。発生後は病害葉を速やかにほ場

内から持ち出し適正に処分し、地域全体で菌密度を高めないことも重要となる。 

 

  イ．ホウレンソウケナガコナダニ 

   比較的低温で多湿条件を好み春と秋に発生が多くなり、発育適温は 10～20℃とさ

れる。未熟な有機物やほうれんそうの残さ等の未分解有機物を餌として増殖し、ほ場

の乾燥に伴い湿度のある新芽に移り食害を行うと考えられる。特に低温期は有機質肥

料の施用は避け、薬剤散布はコナダニに薬液がかかるよう丁寧に行うように心掛ける。

また、土壌の乾燥により被害が増加する傾向があることから、生育期間中の土壌水分

を下げすぎないように注意するとともに、発芽勢を揃え初期からの生育むらを避ける

ことも被害軽減には効果的である。今年は春先より低温傾向で推移しており今後、発

生が増加することも予想されることから、特に連続して２作目を播種するほ場では、

粒剤と液剤等を組み合わせた体系防除による徹底した対策が必要となる。 

 

  ウ．タネバエ  

   成虫は体長５～６mm の小さいハエで、発生は 20℃前後の比較的低温期に多く高標

高地帯での被害が大きい。幼虫が種子の内部や発芽直後の根部を食害し、不発芽や立

ち枯れ症状を起こす。成虫は有機質肥料・未熟堆肥等から発生する分解臭に誘われて

ハウスに入り、産卵を行うことから有機質を含む肥料の施肥前に防虫ネットを被覆し

ハウス内への侵入を防ぐとともに、有機質肥料は施用後直ちに耕うんし、臭気を外部

に出さないようにする。 

 

 

(4)トマト（高冷地） 

 ①定植前後の管理 

  ア．保温   

   早期作型に取り組む例が増えているが、地域の気象環境を考慮し、平均最低気温が
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10℃以上（高山市で 5/27 以降）となるまではサイドビニールの設置により活着促進

を図る。特に今年は春先から不安定な天候が続いていることから注意が必要である。

定植後の苗に風が直接当たらないように最低限、ほ場周囲を被覆することも活着促進

には有効である。またマルチ被覆（グリーン・黒）は早めに行い定植時の地温確保を

図る。 

 

  イ．土壌水分  

   早くから屋根被覆しているハウスでは、土壌が必要以上に乾燥している例も見られ

ることから、耕うんや定植前に潅水を十分に行い、土壌水分を調節しておくことも初

期の根張りを良くするため重要である。定植直後には根鉢と土壌をなじませるために

株元潅水を行い、完全に活着するまではポット部分が乾かないように株元潅水を継続

することも着果安定には必要である。 

 

  ウ．着果処理  

   特に最低気温が確保できない早期作型においては、振動受粉では確実な着果は難し

いことから、必ずホルモン処理を実施する。また、葉かび病抵抗性品種の「桃太郎ギ

フト」は従来の「桃太郎８」より低段の着果が劣ることから同様にホルモン処理の徹

底が必要となる。 

 

エ. 老化苗等定植時の対策 

やむを得ず、育苗後半から肥料切れとなった場合や、ほ場準備の遅れにより定植適

期を過ぎた場合には、地温と土壌水分を十分確保し速やかな活着を図る。また、初期

生育を促すため追肥開始時期を早めるとともに、１段の摘果を強めることにより、積

極的な樹勢維持を図る。 

 

 ②病害虫防除 

  ア．黄化葉巻病 

   全国的に冬春トマトを中心に発病が問題となっているが、県内夏秋産地においても

発病が確認されたことから注意が必要である。症状は最初、新葉の葉縁から退緑して

葉巻・萎縮し、やがて株全体が萎縮して、放置するとその症状が圃場全体に拡がる例

もある。このウイルス病はタバココナジラミによって媒介されるが、夏秋栽培地帯で

は冬期間の低温により越冬することはないため、トマトも含めた野菜や花苗等の他地

域からの持込により発病する可能性が高いと考えられる。このためコナジラミ類の持

込に注意するとともに、育苗中から効果のある粒剤等により防除の徹底を図る。 

 

  イ．葉かび病  

   葉かび病抵抗性品種の導入が進んでいるが、抵抗性品種においても葉かび病が発生

している事例が報告されており注意が必要である。また、葉かび病に酷似する、すす

かび病の発生も見られることから、予防的な防除が必要となる。従来からの「桃太郎

８」使用ほ場においては特に重要となるが、葉かび病発病後に効果のある治療剤が見

当たらない状況においては、育苗期から予防剤による定期防除を徹底し、病原菌密度

を低い状態に保つことが葉かび病の発生を抑えるポイントとなる。 
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(5)ダイコン（高冷地） 

 ①土壌診断 

   基本的に土壌適応性は広い作物であるが、連作年数が長いほ場が多くなっているこ

とから、微量要素欠乏の発生を抑制するためにも、ｐＨ、リン酸、塩基類が適正範囲

を逸脱しないように、土壌診断を実施し適正な土壌改良に務める。 

 

 ②抽苔対策 

   春まき作型は抽台発生が問題となるため無理な早まきは避ける。用いる品種により

晩抽性が異なるため、地域で特性が確認された品種を利用するとともに、トンネル被

覆により最高気温を 25～30℃に保つ。その後も品種によっては最低気温が 10℃を下

回ることの多い６月上旬まではトンネル被覆が必要となることから注意が必要である。

また、トンネル資材は光の透過率を上げ地温の上昇を図るため、必ず新品の資材を利

用する。 

 

 ③虫害対策 

   春期は特にタネバエの被害に対する注意が必要となる。地域により発生時期は異な

るが、５月上旬～６月下旬に発生ピークを迎える傾向が強い。成虫は臭気の強い有機

物に強く誘引されることから、未熟有機物や有機質肥料の施用は避けるとともに、耕

耘直後の湿った畑にも集まることから、耕耘・畝立て作業時の天候・時間帯にも注意

する。 

 

(6)アスパラガス 

 春芽の収穫がほぼ終了する。 

 えんぴつほどの太さ未満の芽を利用して、株あたり５本程度の立茎を開始する。適度に

間隔をとりながら立茎する。 

 定期的に潅水を行い。追肥も実施する。 

 

(7)夏秋ナス 

 今月は、定植作業が最盛となる。くれぐれも低温には注意する。また、降雨が多くなる

ため、ほ場が滞水しないよう排水の確保と改善を行う。 

 定植が終了したほ場では、水管理と保温に注意し早めの活着と順調な生育を促す。作業

は天候を考慮して遅れないよう実施する。 

 

 ①定植の終了した産地は以下の点に注意する。 

 ～定植直後～ 

 ア 苗の活着を促進するため、株周辺を乾かさないようたっぷりかん水する。 

 イ 株がぐらついていないか支柱の確認を行う。 

 ウ ビニールトンネルや不織布等を利用し保温管理に努める。 

 ～定植後～ 

 ア トンネル等を利用している場合は昼間のトンネル内の高温に注意する。 

 イ 誘因する支柱などの準備が遅れないよう作業を進める。 

 ウ ほ場内の排水状況を確認し改善する。 
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 ～トンネルの除去～ 

ア 気温と生育状況によるが５月１５～２０日頃には被覆資材を除去する。 

イ 第１花の直下の腋芽は残し、それ以下の腋芽の整理を早めに行い、誘因する側枝を

決定する。 

 ウ 誘因を開始する。 

 ～着果促進～ 

  早期に定植した場合は、第１果～３果程度まではホルモン処理による着果促進を図る。 

このときには、農薬取締法に従い適切に使用する。 

 

 ②これから定植を実施する場合は以下の点に注意する。 

 ア 苗の状態（老化させない）、天候（特に夜温）を考慮し適期定植を心がける。 

イ 定植前にはうねを十分湿らせておく。また、苗も定植前日に十分なかん水を行う。 

 ウ 定植後は十分なかん水を行い活着を促し、しっかりと支柱に固定し株元がゆれない

ように気を付ける。 

エ 誘因する支柱やヒモなど遅れないように準備する。 

 オ 不要な側枝の除去や仕立てる側枝の誘因を進めて生育の促進を図る。 

 

(8)サトイモ 

 ３月下旬～４月上旬にかけて定植が行われた。今後は、除草の管理とほ場を極端に乾燥

させないよう注意する。また、極端な降雨により滞水しないか確認し必要があれば改善し

ておく。 

 今月には、定植後に処理した除草剤の効果も落ちてくる。発芽前であればグルホシネー

ト液剤等の処理も可能であるが、発芽後であれば機械除草や中耕などで対応する。 

 

(9)タマネギ 

～早生種～ 

  青切りによる早生種の出荷が始まっている。今年は、低温と寡日照、天候不良等によ

り１週ほど生育が遅れ気味でやや小玉傾向である。 

  目揃い会や市場等との協議により、品質のよい玉ねぎの収穫・出荷を行う。 

 

～中晩性種～ 

  ５月下旬から始まる吊り玉品種の栽培管理を徹底する。すでに肥大期に入っており、

今後の追肥は病害の発生や品質低下を招くので行わない。気温も上昇し降雨も多いため

さび、べと病等の発生やアザミウマ類の多発には特に注意し、病害は適期防除による予

防を、害虫は発生初期の観察と防除の実施に努める。 

また、例年、収穫後の乾燥調整並びに貯蔵時に腐れ等の病害発生が多い場合は、収穫

直前に薬剤散布を実施したり、よく乾く晴天日に収穫するよう務める。 

 

(10)スイートコーン 

 しばらくは、低温情報に注意し、必要に応じて保温対策を実施する。万一低温等による

被害が発生した場合は、可能な限り再播種を実施する。 

３月下旬～４月上旬にかけて、トンネル＋マルチでは種されたものは、そろそろ発芽し
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本葉の展開も進んでいる。今後は、換気やトンネルの除去、間引きや追肥を実施する。 

また、４月からは種を実施したマルチ利用による露地作型では順次発芽する。 

○トンネルの換気と除去 

トンネル内は３０℃以上にならないように換気を行う。また、トンネル上部に葉が接

するようになれば、気温（特に夜温）に注意してトンネルを除去する。 

○間引き 

２～４粒程度は種されているため、本葉が３～４枚程度になった際に、最も健全で旺

盛な株を１株残して間引く。間引く際には、根を傷めやすいので必要のない株をハサミ

等で切除するのが望ましい。 

○追肥 

 スートコーンは旺盛な作物であるため、肥料切れには十分注意する。生育期に肥切れ

をさせると、生育不良はもとより雌穂の先端が不稔となったり食味の低下を招く。 

間引きが終了したら、生育状況や土壌によるが窒素成分で５～６kg／10a を目安に追

肥を行う。 

○病害虫防除 

  アワノメイガの発生には特に注意する。茎内の加害と雌花の加害により品質の低下や

減収を招く。 

 

 

(11)カボチャ 

 カボチャは特に高温を好むため定植後の低温には十分注意する。定植直後には保温管理

を実施し活着に努める。 

 また、今後は降雨が多くなると予想されるため、栽培ほ場内の排水対策については特に

徹底する。 

○ほ場の整備 

カボチャは過湿をきらう。特に夏期の滞水では根腐れ等により一気に枯死する。 

転作田での栽培では、特に排水に注意してうね作りや排水路の設置を行う。 

○定植 

  早期の定植では地温の確保が重要となる。トンネルやマルチを利用する。 

○摘心 

仕立て方で収穫時期や収穫量が変わる。 

  ・早期に収穫したい場合は、摘心をせず側枝を除去して主枝１本仕立てとする。 

・収穫は急がないが収穫量を確保したい場合は、本葉展開後５節程度で摘心して、側

枝を２～３本伸ばす。 

・長く収穫したい場合は、主枝を残して３～４節程度の位置から２本の側枝を伸ばし

て仕立てる。 

○病害虫防除 

うどんこ病の発生には特に注意する。多肥栽培や極端な肥切れ、成り疲れ等により発

生が助長されるが、近年は、５月下旬～６月にかけての早期に発生がみられる場合があ

る。農薬取締法に従い予防効果のある農薬を散布する。 
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５ 果 樹 

(1) 生育（表１～５） 

今年の春は４月上旬まで低温で推移しており、その影響で果樹の生育は平年より遅れて

いる。発芽期については、クリは１１～１２日、モモは１４日、リンゴは１０日平年より

遅くなった。 

４月２３日現在、カキの展葉期は平年より７～９日遅く、ナシの開花盛期は平年より４

～５日程度遅くなっている。クリの展葉期、モモ、リンゴ開花も平年より遅くなる見込み

である。 

  表１ カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2012 3/21 4/15

2011 3/11 4/8 5/24 5/25 5/29 10/4 10/4 10/11 261 16.5
平年 3/16 4/6 5/18 5/19 5/23 9/28 10/2 10/5 238 16.1

太秋 2012 3/23 4/18
2011 3/20 4/14 5/24 5/25 5/28 10/11 10/23 10/31 342 16.8
平年 3/23 4/11 5/18 5/20 5/23 10/15 10/23 11/1 340 17.3

富有 2012 3/22 4/18
2011 3/19 4/14 5/25 5/28 5/31 11/7 11/15 11/28 275 17.1
平年 3/23 4/11 5/20 5/22 5/25 11/6 11/19 11/30 277 17.0

開花期 収穫期

 

 

 表２ ナシの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2012 3/17 4/15 4/15 4/18

2011 3/20 4/15 4/12 4/17 4/23 8/10 8/22 8/29 337 12.2
平年 3/18 4/12 4/10 4/14 4/21 8/6 8/17 8/24 362 12.6

豊水 2012 3/15 4/9 4/12 4/16
2011 3/16 4/11 4/9 4/13 4/21 9/6 9/16 9/26 463 13
平年 3/13 4/8 4/5 4/11 4/17 9/2 9/10 9/18 444 13.4

開花期 収穫期

 

 

 表３ クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重

始 盛 （ｇ）
丹沢 2012 4/10

2011 4/6 5/6 6/23 6/20 9/5 9/12 25.2
平年 3/31 4/27 6/16 6/11 8/30 9/8 25.3

筑波 2012 4/9
2011 4/3 5/4 6/24 6/18 9/22 10/6 24.8
平年 3/28 4/24 6/16 6/9 9/16 9/28 23.5

収穫期雌花
満開

雄花
満開

 

 

 表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2012 4/9

2011 4/3 5/5 5/7 5/10 8/6 8/14 289 15.8
平年 3/26 4/26 4/29 5/4 8/3 8/13 285 15.2

昭和 2012 4/9
白桃 2011 4/3 5/6 5/8 5/11 8/18 8/29 432 16.6

平年 3/26 4/27 4/30 5/5 8/18 8/28 326 15.3

開花期 収穫期
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  表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2012 4/14

2011 4/10 5/10 5/14 5/19 9/3 9/25 325 14.6
平年 4/4 5/3 5/7 5/13 9/5 9/22 355 13.7

ふじ 2012 4/15
2011 4/10 5/10 5/13 5/18 11/10 11/30 317 17.6
平年 4/5 5/3 5/7 5/12 11/10 11/29 368 15.6

開花期 収穫期

 

 

(2) 凍霜害対策 

  先月号を参考にして事前・事後対策を徹底する。 

 

(3) 結実管理 

 今年の５月の気温は、はじめ平年より低いが次第に高くなると予想されていることから、

生育は気温が上がると急激に進むと考えられる。今後これから開花となるカキ（平坦地）、

リンゴ（高冷地）では開花までの期間が限られるため、摘らい摘花作業が遅れないように

注意する。また、人工受粉を予定している場合には、花粉の調整が遅れないよう準備を進

める。 

 カキは開花までに１新梢１らいを目安に摘らいする。結果母枝１０cm 以下、新梢葉数

５枚以下の弱い枝のつぼみは全て摘み取る。つぼみは、形によいもの、横向きか下向きの

もの、枝ずれしない位置のものを残すようにする。 

 ナシは満開後２０日までに３～５番果で果梗が長めでやや斜め上向きの果形のよいもの 

を、１果そう１果に摘果する。その後仕上げ摘果を満開後４５日頃までに行う。 

 モモの摘果は、結実が確認できる満開後２０日頃から行い、果実が大きめで縦長で果形

の整った果実を最終着果量の２～３倍量残す。老木や弱勢樹は早めに、若木や強樹勢樹は

遅らせて樹勢を調整する。最終着果量は結果枝の長さ１０cm に１果程度の割合で残すよ

うにする。 

リンゴは開花前までに、花芽の混んだ部分、弱く着果位置の悪い果そうを除去する。摘

果は、落花２５日後までに中心果を残すようにし、その後落花後６０日後までに仕上げ摘

果を行う。樹勢の弱い場合は少なめとし、強い場合は多めに残す。残す果実は中心果で果

梗が太く長く形のよいものとする。 

 

(4) カキ早秋の生理落果対策 

 早秋は、生理落果が多く結実が不安定であることが問題となっている。この生理落果の

原因は、単為結果力と種子形成力の双方が弱いことによる。農業技術センターの研究結果

から生理落果対策をまとめた。 

 

①受粉樹の選定 

 早秋は開花が富有より早く、受粉樹は開花時期が重なる「サエフジ」が適する。「禅

寺丸」は、岐阜市周辺では開花が早秋より遅れる年もあり注意する。受粉樹の植栽本数

は、近年病害虫の原因となるとの理由で少なくなっているが、最低でも主要品種の１～

２割を確保したい。 
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②人工受粉について 

 人工受粉を実施する場合は、希釈倍率が５倍以上であると効果が低くなる。生理落果

防止のためには、純花粉を使用することが望ましい。 

 

③樹勢について 

 若木など強樹勢な樹は生理落果が多い。農業技術センターのデータでは、主枝先端新

梢長５０～６０ｃｍ以下であると生理落果率は軽減された。冬季の強せん定、多肥を避

けて、適正な樹勢を保つようにする。 

 なお摘らいは、生理落果分を見込んで多めに残しがちになるが、養分競合が大きくな

りかえって落果を助長するので、原則１新梢１らいを実施する。 

 

④ジベレリン処理について 

平成２３年から、早秋の生理落果防止を目的にジベレリン水溶剤が農薬登録されてい

る。強樹勢であると十分な効果が現れないことがあるので、これだけに頼らず受粉条件

の改善など基本的な管理を徹底した上で使用する。 

 

 

６ 花 き 

(1)フランネルフラワー 

～春出荷の作型～ 

①６～７月播種の株は、母の日需要を中心に出荷適期を迎えている。出荷は、頂花が開

花し腋芽の開花始めか出蕾している頃から可能となる。 

②この時期は急激に株張りしてくるので、十分に株間を確保し水切れさせないように注

意する。株間が不十分でかん水量が少ないと下葉の黄変や葉縁の変色など、商品性を

著しく低下させるので管理を徹底する。 

③ハウス内の温度上昇に合わせて潅水量を調整し、水切れを起こさないよう十分注意す

る。 

④病害を防ぐために、適切に換気を実施するなど環境管理に十分注意する。 

⑤「エンジェルスター」は「フェアリーホワイト」に比べ開花が早いため、適期を逃さ

ないよう順次出荷する。 

 

【フランネルフラワー「フェアリーホワイト」の春出荷作型】  

月･旬 

作型 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

 

春出荷作型 

 

 

                                         

                                                

    ○：播種  ：鉢上げ(2.5 号)   ：鉢替え（3.5 号または 4 号）   ■■：出荷 
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～秋出荷の作型～ 

①２月から３月中旬に播種を行っており、鉢上げは大部分で終わっているが、一部はこ

れから行う。鉢上げが遅れるとその後の生育に大きく影響するため、播種後２ヶ月程

度で鉢上げを確実に行うようにする。 

②２月に播種された苗は、２.５号ポットへの移植適期を過ぎている。移植を行ってい

ない場合は、早期に移植（鉢上げ）を実施する。また、移植時は出来る限り根を切ら

ないよう注意する。２.５号のポット土中央に細長い穴を開け、ほぐした苗の根を注

意深く、落とし込むように入れて鉢上げを行う。 

③急激に温度上昇する場合があるため、水切れを起こさないよう移植直後のかん水管理

には気を付ける。 

④「フェアリーホワイト」は、４月に播種すると年内に開花しない。今後、秋出荷用の

播種を行う場合は「エンジェルスター」を活用する。 

⑤播種用土はピートモス主体の用土を用い、緩効性肥料を混和する。 

⑥播種用の種子は風選機にかけ精選したものを用い、１箱当たり３～４ｇを均等にまく。

覆土は種子が完全に隠れる程度とする。 

 

 

【フランネルフラワー「フェアリーホワイト」の秋出荷作型】  

月･旬 

作型 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

 

秋出荷作型 

 

 

 

         

                                                  

                              

    ○：播種  ：鉢上げ(2.5 号)   ：鉢替え ■■：出荷        

 

 

～親株管理～ 

①優良な親株を選定し、大鉢（７～８号）で栽培することにより、株を大きくして種子

を確保する。 

②親株はスペーシングにより株間を十分に確保して管理する。 

③同じハウスで別の品種と混在させないよう十分に注意する。 

④摘芯は行わず、頂花で採種するよう心がける。 

＜種子量の目安：100～150 粒／１花、 約 500 粒／ｸﾞﾗﾑ＞ 

⑤種子はプラスチック等の密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管する。 
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７ 畜 産 

(1)飼料作物 

 ①とうもろこし 

  ◆肥培管理 

土づくりと品質向上のため堆きゅう肥及び石灰資材を施用する。多肥により増収す

るが、窒素を多用すると倒伏する恐れがあるので注意する。カリは堆きゅう肥からの

施用を中心とし、リン酸は初期生育に８割を必要とするので、速効性リン酸を施用す

る。 

  ◆播 種 

   品種により播種量は異なるが、２～３kg/10a を播種する。目安として、早生品種

は 10a あたり７，０００本仕立て、中晩生種は 10a あたり６，５００本仕立てとする。 

 

 ②牧 草 

  ◆収穫時期 

   牧草は一般に生育が進むにつれて繊維含量が増加し、収量は上がるものの消化率が

低下するため、栄養価は低くなる。また、生育初期の牧草は家畜の嗜好性が高い。 

収量と栄養価のバランスを考慮し、出穂始～開花前に収穫する。 

  ◆調 整 

   収穫した生草をサイレージ調整する場合には、排汁による養分ロスや酪酸発酵によ

る品質の低下を抑制するために、原料草を予乾して水分含量を調整する。ロールベー

ルサイレージ利用の場合は、５０～６０％に予乾する。 

 

(2)放牧のすすめ 

 放牧することで牛は健康に育ち、雑草といわれる草もきれいに食べてくれる。また、石

油を使わず草の収穫、糞尿処理もできる。 

放牧には環境負荷軽減、家畜福祉、飼料自給率向上、低コスト生産、家畜の健康増進、

機能性成分に富む畜産物生産など利点が多くある。夏場の労働力削減、飼料自給率向上の

ためにも県内に２９か所ある公共牧場の活用を図りたい。 

また、各農林事務所にある「放牧お試しセット」（貸出無料）を活用し、耕作放棄地放

牧にも積極的に取り組みたい。 

 

(3)養 蜂 

 レンゲ、ミカン、アカシアなどの主要みつ源が咲き、採みつ最盛期を迎える。採みつは

早朝行い、規格に合わない薄いみつは採らないように注意する。 

巣門を拡大して換気通風を行うが、この時期は、他の動物や昆虫も動きが活発になるの

で、小鳥、トカゲ、カエルなどの害敵には十分注意する。 

また、新王との更改もこの時期がよい。 

農薬等によるみつばちへの危害を未然に防止するため、農薬使用者、ＪＡ等関係機関と

連携を密にし、農薬散布時期等の情報収集に努める。 
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専門項目に関する情報  

 

ＥＯＤ(end of day)技術に関する研究成果について 

 

１ はじめに 

施設花き栽培では、日没後の温度管理（変温）や補光管理が開花、生育に影響を及

ぼすことから、近年切り花生産でその効果について研究が進められている。 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構（花き研究所）で行われた革新的農業技術

研修「花きの低コスト生産技術」（H23.10.6～10.7）において報告された研究事例を

紹介する。 

 

２ EOD について 

   EOD とは End of Day（日没直後の時間帯）の頭文字をとったもので、一般的に

は EOD-Heating と呼ばれる日没後短時間昇温技術と EOD-Lighting と呼ばれる日没後

短時間補光（遠赤外線 FR 照射）技術がある。また、EOD に対して、EON（End ｏｆ 

Ｎｉｇｈｔ）という夜明け前短時間（昇温、補光）技術もある。 

   ここでは、EOD-Heatｉng と呼ばれる日没後短時間昇温技術による切り花（スプレ

ー菊）生産と EOD-Heating と EOD-Lighting の組み合わせによるトルコギキョウにお

ける研究成果を紹介する。 

 

３ EOD-Heating の活用事例について 

①スプレーギクにおける EOD 反応技術について 

１）プランター試験 

夜間８℃設定の慣行区と EOD-ｈeating20℃（３時間の昇温）区を比較すると、

EOD 区では茎伸長が促進され、草丈がより高くなり、出蕾も早まることが確認でき

た。 

 

２）ほ場レベルでの試験 

     EOD-ｈeating 処理では、短時間ではあるが慣行の管理温度より高温での管理と

なることから、コストの増大に繋がることになる。そこで、実用化に向け EOD-

heating 処理後の管理温度を慣行より低くすることでコスト低減を図ることが出来

ないか試験が行われた。 

試験に際し、慣行区は、栄養成長期の夜温を 15℃、花芽分化期の夜温を 18℃、

花芽発達期の夜温を 15℃の設定とした。 
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◆＜試験１＞  栄養成長期（定植後４週間）における EOD-heating 

下記の４区を設定し、EOD-ｈｅａｔｉｎｇ後の夜間低温管理の影響を確認した。 

表）試験区の設定 

区 分 EOD-ｈｅａｔｉｎｇ温度・時間 （℃・

ｈ） 

  夜温（℃） 

試験区① １７℃    ３時間 ９℃ 

試験区②    １７℃    ３時間 １１℃ 

試験区③ １７℃    ３時間 １３℃ 

慣行区       なし １５℃ 

【結果】 

・試験区①の夜温９℃では、やや草丈が短かくなった。 

・試験区②、③の夜温 11℃、13℃では慣行区との間で草丈に影響は無かった。 

以上から栄養成長期の EOD-heating（3 時間の昇温）は、17℃（3 時間）と夜温

11℃の組み合わせが、慣行区と比べ生育面に影響が無く、燃料経費の節減が図られ

ることから妥当と結論づけた。（燃料消費量を計算すると慣行区に比べ、69％と約 3

割の節減となった） 

 

◆＜試験２＞ 花芽分化期（消灯後４週間）における EOD-heating 

下記の４区を設定し、EOD- heating 後の夜間低温管理の影響を確認した。 

表）試験区の設定 

区 分 EOD-ｈｅａｔｉｎｇ温度・時間 （℃・

ｈ） 

  夜温（℃） 

試験区① ２０℃    ７時間 １０℃ 

試験区②    ２０℃    ７時間 １３℃ 

試験区③ ２０℃    ７時間 １６℃ 

慣行区       なし １８℃ 

※花芽分化期は温度を必要とするため、昇温時間を長く設定（７時間）した。 

 

【結果】 

・試験区①の夜温１０℃では、慣行区より開花が 3 日遅れるとともに、品種によって

は 2 次側蕾や枝の若返りなど、花芽分化異常が認められた。 

・試験区②、③の夜温 13℃、16℃では、慣行区に比べ、草丈、ボリュームが変わら

なかった。 

以上から 20℃（7 時間の昇温）と夜温 13℃の組み合わせが慣行区と比べ生育面に

影響が無く、燃料経費の節減が図られることから妥当と結論づけた。 

（燃料消費量を計算すると慣行区に比べ、92％と 8％の節減となった） 

   なお、20℃昇温時間を 1ｈｒ、3ｈｒ、7ｈｒと変えた場合、1ｈｒと 3ｈｒでは花芽

分化異常が認められた。 
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◆＜試験３＞  花芽発達期（消灯後 4 週以降）の EOD-heating 

下記の３区を設定し、EOD-ｈｅａｔｉｎｇ後の夜間低温管理の影響を確認した。 

表）試験区の設定 

区 分 EOD-ｈｅａｔｉｎｇ温度・時間 （℃・

ｈ） 

  夜温（℃） 

試験区① １７℃    ３時間 １１℃ 

試験区②    １７℃    ３時間 １３℃ 

慣行区       なし １５℃ 

 

【結果】 

  ・試験区①、②の夜温 11℃、13℃では、いずれも慣行区と相違が認められなかった。 

以上から 17℃（3 時間の昇温）と夜温 1１℃の組み合わせが慣行区と比べ生育面に

影響が無く、燃料経費の節減が図られることから妥当と結論づけた。 

（燃料消費量を計算すると慣行区に比べ、69％と約３割の節減となった） 

 

【試験区①・②・③の結果から】 

各生育ステージにおいては、下記のＥＯＤ（短時間昇温）と慣行区よりも低い夜温管

理の組み合わせが生育に影響が無く、燃料費節減に効果があることが分かった。 

（生育ステージ全体では、慣行区に比べ燃料消費量は 77％と約 2 割の節減となった） 

生育ステージ EOD-ｈｅａｔｉｎｇ温度・時間 （℃・ｈ）   夜温（℃・ｈ） 

栄養成長期 １７℃   3 時間 １１℃  １１時間 

花芽分化期    ２０℃   ７時間 １３℃   ７時間 

花芽発達期 １７℃   ３時間 １１℃  １１時間 

※データ出典：和歌山県農林水産総合技術センター（島 浩二） 

 

②トルコギキョウにおけるＥＯＤ反応技術について 

１）EOD-heating 結果 

下記の３区を設定し、 EOD-heating の夜間低温管理の影響をを確認した。 

 

表） 試験区分（日中は 25℃で換気） 

    区分   EOD-heating 温度・時間（℃・ｈ）    夜温（℃） 

 試験区①      なし    １３℃ 

 試験区②     ２３℃    ３時間     １３℃ 

 慣行区       なし    １８℃ 

 

11 月定植の作型で行った結果、慣行区（18℃管理）の平均収穫日は 5 月 15 日であっ

た。それに対して、試験区①は、平均収穫日が 6 月 12 日と慣行区より約 1 か月の遅れ

となった。試験区②は、平均収穫日が 5 月 4 日と慣行区よりも約１０日早まった上、株

のボリュームも良く、特に根張りが良かった。なお、燃料消費量は試験区②は慣行区に
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比べ、３１％少なくなった。 

 
＜処理区の概要＞           ＜処理区分による草姿の相違＞ 

  

２）EOD-lighting 処理 

表）試験区分 

     区 分         照射光種類  ・   照射時間 

  試験区① 青色光（Ｂ光：波長４００～５００ｎｍ）        終夜 

  試験区② 赤色光（Ｒ光：波長６００～７００ｎｍ）        終夜 

試験区③ 遠赤色光（FR 光：波長７００～８００ｎｍ）      終夜 

  試験区④ EOD-lighting（遠赤色光（ＦＲ光）照射）   日没後１時間 

  慣行区          無照射 

 

【結果】    

・試験区①、②の青色光、赤色光の照射では、平均開花日がともに慣行区よりも６日

間早くなった。 

・試験区③、④の遠赤色光（FR 光）照射では、慣行区（無照射）より草丈が長く

なった。また、照射時間については、EOD-lighting（１時間照射）と終夜照射と草丈

に差がみられなかった。 

・試験区③では慣行区よりも平均開花日が１６日早くなり、一番前進化した。 

・試験区④では慣行区よりも平均開花日が１３日早くなった。 

  ・なお、光強度については、0.14ｗ/㎡（２灯/㎡）、0.06ｗ/㎡（1 灯/㎡）、0.04ｗ

/㎡（0.5 灯/㎡）の３区を設け、試験が行われているが、光強度が強いほど草丈伸長

効果、ボリューム促進効果が高くなる結果であった。 

 

光 源 ：遠赤色光（ＦＲ）照射で開花促進、草丈伸長（節間伸長）の効果が高い。 

照射時間：EOD-FR（日没後 3 時間照射）が終夜照射と同等の効果がある。 

光強度 ：0.04ｗ／㎡以上で草丈伸長効果が得られた。 
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＜遠赤色光（FR）照射による草姿の相違＞           

 

３）３） EOD-heating と EOD-遠赤色光（FR 光）照射の併用（９月定植） 

表）試験区分 

    区 分  EOD-heating 温度・時間（℃・ｈ）     照射光種類・照射時間 

  試験区① ２３℃・３時間   夜温１３℃      ＦＲ光    ３時間   

  試験区② ２３℃・３時間   夜温１０℃      ＦＲ光    ３時間 

試験区③ ２０℃・３時間   夜温１３℃      ＦＲ光    ３時間 

  慣行区        なし      夜温１８℃          無照射 

【結果】 

・EOD-ｈeating と EOD-遠赤色光（FR）照射（３時間）を併用した場合、慣行区（終

夜１８℃・無照射）に比べて試験区①の開花日は３３日早まり、草丈（切り花長）も

３７％の伸びを確認できて最も大きな効果が表れた。このように併用すると両方の効

果が相殺されることなく、発揮されることが示された。 

 

 

＜EOD－Heating のみと EOD－FR 光照射を併用した場合の草姿の相違＞ 
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【結論】 

以上の試験から、EOD-heating20℃（3hr）と FR 光照射（3hr）を併用し、夜温

13℃管理の組み合わせが燃料費の節減効果が高く、慣行区より 35％削減できた上、

草丈伸長の促進、開花日の前進化と良い結果が得られた。 

なお、EOD-heating23℃（3hr）のみでも草丈の伸長、開花日の前進化の結果が得ら

れ、燃料消費量も 31％削減できた。 

 

このようにトルコギキョウの栽培においては、EOD-heating により慣行区よりも夜

温設定を低く出来ることから、燃料費の節減を図ることが可能となり経営改善につな

がるものと期待出来る。ただし、作型や品種の相違による効果確認が必要である。 

また、EOD-FR 光照射（3hr）の併用については、EOD-heating のみより草丈伸長と

開花促進効果が高いことが明らかとなったが、ランプ設置コストなど生産現場への導

入にあたっては課題も多い。 

 

 

＜Heating、FR 照射処理のまとめ＞   ＜EOD 処理温度による草姿の相違＞ 

 

データ出典：鳥取県農林総合研究所園芸試験場（岸本真幸） 

 

注）上記の試験データについては、各試験地の気象条件のもと H23 年 10 月時点の研究成

果であり、同等の燃料費節減効果等が得られることを保証するものではないことに留意。 


